
受賞名 作品名 会社／部署

グランプリ 8 面ブロック 機能品製造部 ( 望月　照久 )

2 位 「ゼンマイ自転車」 デンソー基礎研究所 ( 深谷　輝和 )

3 位 Sky Snap Shot 日本自動車部品総合研究所 ( 峯村　明憲）

グループ会社賞 靴べらスタンド アスモ株式会社 ( 山本 卓也 )

技術会賞 即席ポッケ IC 技術 2 部 ( 矢野　美香 )

ゲスト審査員賞 「のびるーん★」 デンソー基礎研究所 ( 井野川　和也 )

ゲスト審査員賞 ひらけスマイルドア アスモ株式会社 ( 星川　朋子 )

特別賞 液体文字 GAC 株式会社（中田　充俊）

SPECIAL PRIZE 足でパソコン SDM（MR.NITHIWAT）

特別賞 タブレット－ i 電機制御機器部（宮地　修平）

実行委員特別賞 SUN PODS 愛知県立刈谷工業高等学校（竹内　大貴）

10 回記念特別賞 バーチャルバブルに触るぜよ デンソー触覚研究会（有木　史芳）



管理№ Control No

SK－

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：
Name of Entry Work

製作者： 会社・所属 氏名
Producer       Company/ Department          Name 

■アイデアのねらい・概要
Aim  and  Outline  of  Our  Work/Idea

０３１

望月 照久機能品製造部 生産４課

８面ブロック （∞ブロック）

回転

★苦労談
Background  to  idea - key  decisions  and  main  issues  encountered  to  make  the  final  idea

スライド

反対向きでも
取り付け可能

側面６箇所に取り
付け用の凹凸の
溝がある

いろいろ
作れるよ

ロケット・文字・アート 君なら何を作る？

８ Plane ∞ Block

①樹脂成型品の製作見積りでは、当初約１００万円～２００万円かかっていました
（内、金型が約７０万円）色々調査して、予算内で「４色で各１５００個」を製作して
頂ける会社のご協力を頂きました。

②勘合状態について「形状や樹脂材料」を何度も検討しました。

六角柱のブロックで子供達の自由な発想を形に出来るものを考えました。
（１つのブロックで８方向に取り付けが可能

14



管理№

Control No SK－014

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：
Name of Entry Work

製作者： 会社・所属 氏名
Producer       Company/ Department          Name 

ゼンマイ自転車

㈱デンソー基礎研究所
特殊実験4課

Windup Bicycle

深谷 輝和
Fukaya Terukazu

■アイデアのねらい・概要
Aim  and  Outline  of  Our  Work/Idea

★苦労談
Background  to  idea - key  decisions  and  main  issues  encountered  to  make  the  final  idea

電気やモータを使わず「ゼンマイ」で漕ぐ力をアシストする

「環境に優しく」「安価で」「楽チン」な自転車
問題提起①
＜自転車走行時の廃棄エネルギ量＞

平地走行
58%

登り坂
走行14%

下り坂
12%

停止前
16%

全体の30%弱のエネルギを捨てている

→消費エネルギ=運動強度x体重x時間x1.05
=6.0x60x2.0x1.05x0.3=226kcal

（ジョギング30分、ご飯大盛り１杯に相当）

問題提起②
＜アシスト用バッテリについて＞

調査10年5月～10月
距離36km（自宅～会社往復）
サンプル数：２７回

作者と愛車（二郎）

Y社アシスト自転車

リチウムイオンバッテリ
（レアメタル）

アシストの源

レアメタル（希少金属）は特定の国
（中国など）しか産出されない
価格高騰や資源不足の問題発生

さらに・・・
リサイクルに相当な
コストがかかり不経済！

解決のアイデア「ゼンマイ仕掛けでアシスト出来れば全て解消！」

・ゼンマイ駆動：動力入出力方法に悩みました。

・若手メンバとの共同作業：「面白さ」の伝え方難しかった・・・

香箱（ゼンマイの心臓部）

自作トルクリミッタ（巻き過ぎ防止）

動力
伝達
プーリ

ゼンマイ
巻き上げ
プーリ

ギヤ

全てリサイクル可能！材料費8,000円

ムダは
駄目でござる!

拓也

淳貴 真也

深谷

上手く
出来てるでしょ？

これが
構造だよ!

もったい
ない！

資源は
大切だね！

DENSO

とくと
ご覧あれ！

DENSO

43



管理№
Control No SK－105

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：
Name of Entry Work

製作者： 会社・所属 氏名
Producer       Company/ Department          Name 

■アイデアのねらい・概要
Aim  and  Outline  of  Our  Work/Idea

★苦労談
Background  to  idea - key  decisions  and  main  issues  encountered  to  make  the  final  idea

67

空中で本体を安定させること。ネジ一つ偏って設置するだけで、本体の重心
バランスが崩れ、本体が空中で大暴れしてしまうケースが多かった。

眞野 祐樹
日本自動車部品総合研究所

32研究室 / 33研究室
Nippon Soken INC.

R＆D Div 3

電子技術１部
第３設計室

Electronics Eng. Dept. 1
Design Center 3

井ノ上 雅至
MINEMURA akitoshi MANO yuki

INOUE masashi

峯村 明憲

SKY SNAP SHOT
スカイ スナップ ショット



管理№
Control No SK－130

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：
Name of Entry Work

製作者： 会社・所属 氏名
Producer       Company/ Department          Name 

■アイデアのねらい・概要
Aim  and  Outline  of  Our  Work/Idea

★苦労談
Background  to  idea - key  decisions  and  main  issues  encountered  to  make  the  final  idea

10
靴べらスタンド

アスモ株式会社
部品製造部機械課

山本卓也

靴を履く時、踵を踏んでいませんか？
手を使わず簡単に靴が履ける！

靴を履く時、踵を踏んでいませんか？
手を使わず簡単に靴が履ける！

・余分な部品を使わず、１枚の板から作ることに
こだわりました。
・板の反発力を利用するため、素材や曲げ角度の選定に
苦労しました。

中川祥次
山内和彦
坂田 元
小杉俊太

Shoehorn stand

（しくみ）

整理整頓され玄関がいつもきれい！

踵を踏まなくなり靴が長持ち！
かかと

かかと

踏み込むことで
靴べらが外れる

KO
SU
GI

KO
SU
GI



管理№
Control No SK－

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：
Name of Entry Work

製作者： 会社・所属 氏名
Producer       Company/ Department          Name 

■アイデアのねらい・概要
Aim  and  Outline  of  Our  Work/Idea

26
即席ポケット
Ｏｎ ａｎｄ Ｏｆｆ Ｐｏｃｋｅｔ

株式会社ﾃﾞﾝｿｰ
004

IC技術2部 矢野美香・神田昌司
吉岡ﾃﾂｦ・原田智之
稲垣憲子・福井美奈

IC技術3部 上野山博文

作品は全て

ハンド
メイドで

す

安全ピンでは
服に穴があくよ～一瞬でポケット装着！

服を傷めず！簡単にポケットがつけられま
す！

子供の手元に
ハンカチ・ティッシュを
持たせてやりたい
親心から生まれた

作品です

マグネットでペタン！

★苦労談
Background  to  idea - key  decisions  and  main  issues  encountered  to  make  the  final  idea

＜材料選定、構想：男性ﾁｰﾑ＞
・どうやって洋服にくっつけるか??!…
⇒洋服をはさんでも落ちないような強い磁石と並べ方を工夫しました！
⇒強度・安全面・裁縫性を考えてちょっと特殊なシートを探しました！
⇒落下合図ｾﾝｻの小型化、不快にならない音に苦労しました！

＜裁縫：女性ﾁｰﾑ＞
・受け狙いで始めたキャラ物が予想外に良くて数を作るのに大変でした！
・キレイに縫えないし、作業で肩凝りもひどく大変でした！



管理№
Control No SK－016

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：
Name of Entry Work

製作者： 会社・所属 氏名
Producer       Company/ Department          Name 

のびる～ん★

株式会社デンソー
基礎研究所

井野川和也（発案） 猪俣純朋（構成）
三井亘（外装） 池亀篤（骨組み）
山本京（ポスター） 岩竹皓也（制御）
岡林晋司（色々） その他職場のみなさん

■アイデアのねらい・概要
Aim  and  Outline  of  Our  Work/Idea

★苦労談
Background  to  idea - key  decisions  and  main  issues  encountered  to  make  the  final  idea

２つのモータの制御タイミングと、毎度ながら作品が、
大物になってしまったので、作業場所や部品輸送に
苦労しました．あと意外なところで、エコカー減税のあお
りで、解体業者さんが多忙で、中古部品を入手するのに、

苦労しました．

ワイパーって、ガラス全体をきれいにはしてくれないんです．
１／３くらいは拭き残しちゃうんです．

几帳面な私

拭き残しは
許さん！

Ｔｈｅ ｇｒｏｗｎ

72



管理№
Control No

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：
Name of Entry Work

製作者： 会社・所属 氏名
Producer       Company/ Department   Name 

安全環境部 星川 朋子

北岸浩一

松坂 昇

吉田 明和

鈴木 秀俊

松下 幸弘

生産推進センター計測技術室

生産技術部第１生産システム室

生産技術部第７生産システム室

開発部第２モータ開発室

開発部システム製品開発室

発案者

を回すのは
（給油口を開ける ）を使用しています

玄関を開けるのは 製の
を使用しています

Webカメラが を認識すると

が自動で回り

玄関が自動で するよ

の認識には 画像認識 を使用して
います

のねらい・概要

どんな時でも

をすると

がでる

本当の になる

と聞いたことがあります

落ちこんだときも

元気のないときも

悲しいときも

まず を作ることで

今日

に

する

玄関があなたの

を認識したら

と

に送り出してくれる

日のはじまりを

苦労談

製作に費用が掛かりドアを

開ける機構部分を手作りす

ることにしました。

社内とホームセンターをウロ

ウロして、安くて使えそうな

物を集めて作っています。

低予算で建具を作ってくれ

た親切な白井建設さん・

吉原建具店さんに感謝！

わたしたちはおぺんきぬり

ぬり（約8時間）がんばりま

した。

製作にあたっての苦労は

アスモ（静岡県）⇔デンソー

（愛知県）の距離でしたね。

この距離の差を縮めるため

に何度も足を運び合いまし

た。この積み重ねがきっと

成果となるはずです！

Webカメラが笑顔を捉える

よう視覚調整するために、

カメラの前で何時間も笑

顔を作っていたら、翌日、

頬が筋肉痛になりました。

思っていたとおり、笑顔の

認識に苦労しています･･･。

現在余裕がありません。

鈴木 秀俊 松下 幸弘星川 朋子

吉田 明和松坂 昇北岸 浩一

事務職なので技術面や製

作の進め方など分からないこ

とが多く、また拠点がバラバラ

でなかなか集合できないので

苦労しました。支援くださった

皆さまに感謝しています。半

年がんばったごほうびに腕時

計を買ってしまいました～。

毎日、 ってる

でひらく

Background  to  idea - key  decisions  and  main  issues  encountered  to  make  the  final  idea

Aim and Outline of Our Work/Idea

59



管理№
Control No SK－134

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：
Name of Entry Work

製作者： 会社・所属 氏名
Producer       Company/ Department          Name 

■アイデアのねらい・概要
Aim  and  Outline  of  Our  Work/Idea

中田充俊
製造部 生技・工機室 伊藤進

水と油の比重差と分離性を利用して着色した水滴を油へ制御しながら落
とすことにより文字や記号を作成する。

水滴はゆっくりと落ちていき、不思議、きれいで心が癒されます。また、
タッチパネルで自由に文字や記号を作成でき楽しさも兼ね備えています。

★苦労談
Background  to  idea - key  decisions  and  main  issues  encountered  to  make  the  final  idea

着色水
（落ちてくる水滴）

裏にバルブ
（水滴を落とす部品）

水槽（中に油）

タッチパネル

実際に文字や記号を作成する時のバルブ開閉時間やタイミングの
調整に苦労しました。

比重とは物体の質量
とその物体と同じ量の
水（4℃の純水）の質
量の比です。

よって、比重が1より
大きい物質は水に沈
み、1より小さい物質
は水に浮く。

今回は油（比重：0.91）
＜水（比重：1.0）です
ので水のほうが重く沈
んでいくわけです。

Liquid Designer

7



■アイデアのねらい・概要
Aim  and  Outline  of  the Work/Idea

Nithiwat KrueawongProduction EngineerSDM

★苦労談
Difficulty/Struggle to finalize the idea

普通に使える！

Shoes Mouse Wireless

つらい
大変

使用可能なプログラム

1.Microsoft Word

2.Microsoft Excel

3.Microsoft Power point

4.Explore Browser

1. Microsoft Word
2.Microsoft Excel
3.Microsoft Power point
4.Explore Browser 
5.Solid work  
6.Auto cad  
7.Cad cam 
8.3D Max 
9.Print bush 
10.Photo shop etc.

After

Before

便利

使いやすい

精度が高い

安全

腕が不自由な人が普通の人には負けたくないんだ！という熱い気持ちに打たれて、この作品づくりをスタート
しました。彼らの能力を100％発揮するために操作性の向上に苦労しましたが、一緒になって何度も試作と評価
を行い、作品を作り上げました。
喜んで使ってくれるといいなあと思っています。

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：
Name of Work Piece                       

管理№
Control No SK－302             

製作者： 会社・所属 氏名
Exhibitor         Company/ Department                                 Name 

１７
足でパソコン



管理№
Control No SK－026

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：
Name of Entry Work

製作者： 会社・所属 氏名
Producer       Company/ Department          Name 

■アイデアのねらい・概要

★苦労談
Background  to  idea - key  decisions  and  main  issues  encountered  to  make  the  final  idea

36
タブレット - i
T   a   b   l   e   t    - i

㈱デンソー 電機制御機器部（本社4号館8F） 電制部の皆さん

○宮地 修平

ポっ！ピー!!

盲児施設、米山寮前にて

か
べ

ポっ!

ポっ!

し～ん…

距離に応じて、

ポッチがでてきます！

目の見えない子供でも、杖なしで自由に歩けます！

タブレット

「目の見える人と同じように歩ける！」

まだまだ、夢への第一歩です＞＜

同期の仲間達

目の見えない子供達が…



■アイデアのねらい・概要
Aim  and  Outline  of  Our  Work/Idea

★苦労談
Background  to  idea - key  decisions  and  main  issues  encountered  to  make  the  final  idea

発案当初はコンパクトに出来る様目指していたが、思った以上に熱エネルギーは発生しに発案当初はコンパクトに出来る様目指していたが、思った以上に熱エネルギーは発生しにくかくか
った。また、コンパクトな設計にしたつもりだったけど思ったより大きくなってしまった。った。また、コンパクトな設計にしたつもりだったけど思ったより大きくなってしまった。

鏡の枚数は約鏡の枚数は約200200枚です。すべて枚です。すべて

展開すると上図のようになります。展開すると上図のようになります。

ポットは地面から上にポットは地面から上に180cm180cmのの
位置に支柱を設置する。材質は位置に支柱を設置する。材質は
熱を通しやすい鉄を使用する。熱を通しやすい鉄を使用する。

太陽光太陽光を大量の鏡でポットにを大量の鏡でポットに
集中照射させる！ポットに熱集中照射させる！ポットに熱
エネルギーが集まり、その熱エネルギーが集まり、その熱
で水をお湯にする！で水をお湯にする！

太陽光太陽光を使い効率的にを使い効率的にお湯お湯を沸かを沸か
す集光装置です。折り畳みができ、す集光装置です。折り畳みができ、
運搬が容易です。また、電気を使運搬が容易です。また、電気を使
わないのでわないので自然に優しい自然に優しい設計です。設計です。

閉塞図閉塞図 展開図展開図

完成図完成図

管理№
Control No SK－２０４

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：

Name of Entry Work ＳＵＮ ＰＯＤＳ

製作者： 会社・所属 氏名
Producer       Company/ Department          Name 

愛知県立刈谷工業高等学校 竹内 大貴
柴田 昂太郎
村上 優司
山本 恭平

68



管理№
Control No SK－006

ノミネート№
Nominate No.

作品名 ：
Name of Entry Work

製作者： 会社・所属 氏名
Producer       Company/ Department          Name 

■アイデアのねらい・概要
Aim  and  Outline  of  Our  Work/Idea

★苦労談
Background  to  idea - key  decisions  and  main  issues  encountered  to  make  the  final  idea

超音波デバイスを用い、フェーズドアレイ制御で音圧を高めることで
空中にバブルの触感を提示。

バーチャルバブルに触るぜよ！
The Virtual Bubbles  SAWARUZEYO ※

※「sawaruzeyo」means "Let's touch"in Japanese KOUCHI pref.region acccent. 

概略構成図

世界初！動画と空中触覚提示を組合わせた未来型ゲーム機

多くの超音波素子を同時に駆動させるのが難しかった。
ドライブ能力が足りなかったということや、超音波素子に含まれる位相遅れが出てしまった。
何度も回路の改良をかさねて多素子同時駆動による空中触覚提示を実現化した。

触覚研究会(株)デンソー
1


